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考えてみたいテーマです。単純に数字の比較を
しては見えないことがある、というのは今の
我々が学ぶべき視点だとも思いました。

１２月例会ご案内
日時

：

１２月９日
木曜日
18：30 ～ 20：30
場所
： 港区立商工会館
参加費 ： 1000 円
テーマ ： 城野先生の「情況判断の行動学」 の
第四章（3）経済発展の戦略的評価と
（4）日本経済と高度成長より
演者
： 松本 友

日本はどんな手を使って経済成長を成し遂げた
のでしょうか。それは、国からしたら国民を信
頼することだったと。ごくシンプルで明確な道
理の中から実現したというのです。毎日仕事に
精を出し、約束を守り、期日にちゃんとお金を
払い、信号が赤なら止まる。統一ができている
国民だったからこそ実現したと。無資源、無外
資の中、2 本の腕だけで築き上げたわけです。
自由に活動できた土台は階級差別の消滅と教育
の普及でした。ヨーロッパのように上流階級だ
けが潤うのではなく、みんなが教育を受けられ
るようにした。これはとても良い政策だったの
でしょう。毛沢東やスターリンのような偉大な
指導者がいなかったのも逆に良かったとも言え
ます。だからこそ、我々もみんな教育を受ける
権利を持ち、学ぶ習慣を身につけ、いくつにな
っても学ぶことをやめていない、とも言えます。

第四章全体のテーマは「ケーススタディとして
の偉大な日本経済」です。この偉大な日本経済
というのは、1979 年時点でまとめられているの
でいわゆる高度経済成長時代のものになります。
現在はすっかり、様変わりしている中で何を読
み取れるかを考えていきたいと思います。
経済とは人間の実生活であって数字ではない。
食って、着て、住んで、しかも健康に生きてい
くための物質条件の整備である。という内容が
ありました。これは今に生きる我々にとって、
ちょっと新鮮です。安心して生きられる時代に
生まれた我々にとっては「経済」という言葉の
持つ意味はこの時代と全然違うように思います。

また、意見が違っても逮捕されないという安心
感も大きいとのこと。これは今に生きる我々に
はあまりピンと来ない考えでした。好きなこと
を好きなように基本的に発信できる時代に生き
ていると、人からの反応が気になるとか世間体
とかはあったとしても逮捕されて投獄されても
う出てこられない、というような恐れは全くな
いと言っても良い。こういう日本にしてもらっ
たことは、心から感謝すべきことだと思います。

それもそのはず、明治から昭和のはじめの日本
の平均寿命は短かった。戦前はなんと 43 歳。明
治なんて 30 歳です。もう自分は死ぬ年齢だった
なんて驚きです。戦後 20 年で寿命を 30 年もの
ばしたとは。正直、43 歳の平均寿命なんて、今
どきどの国でもないでしょう。こんな時代にお
いては、経済とは確かに食って、着て、住んで、
しかも健康に生きていくための物質条件の整備
だったはずです。つまり、日本の行動成長は単
に GNP が高くなっただけではなく、公害防止、
福祉厚生、衛生環境、薬剤、医療技術、医療機
器、教育、その総合成果だったわけです。では
現在の経済とは何を目的としているのか。この
時代の城野さんの言葉から学べるものはなにか。
豊かになった今でも基本は変わらないはずです
が、今における経済とは何なのか、これはぜひ

この時代の日本人、また城野さんから学べるこ
とはいったい何なのか。心に残ったのは、原因
と条件を混同しないこと。また、140 億の脳細
胞の組み合わせであらゆる活動計画を組み、脳
の司令で行動する、この基本はどんな制度や組
織を作り、運営し、発展させるための基本であ
ること。国を批判するよりも自分はどうするの
か。日本のため、世界のためにどうすればよい
のか、大きな視点で考えてみたいと思います。
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大砲をすえ、指揮部は壕の中にもぐり、どんな
反撃にも、びくともせぬ配置をととのえておか
ねばならぬ。世の中のことは、万事これと同じ
である。小さな会社を大きくし黒字にした、こ
れで安心と気をゆるし、ムダ使い、自惚れ、放
漫経営となると、忽ち倒産となる。成功の保持
という観念がなかったからである。戦術実行に
よって、戦略目標を達成したら、その成功の成
果を、これ以上に気をくばって保持していくと
いう心掛けがなければ、その上に、さらに新し
い成功をつみかさねていくことはできない。

１０月例会報告
日時

：

１０月１４日
木曜日
18：00 ～ 20：00
場所
： 港区立商工会館
参加費 ： 1000 円
テーマ ：城野先生の「情況判断の行動学」 の
第三章（8）修正・反復・継続と（9）
目的達成後の保持より
演者
：神前 直哉

（２）実績を重ね、事態に対処せよ
これまで、脳の使い方のプロセスを示した。こ
れを暗記してしまうことはたやすくできる。し
かし、暗誦できるだけでは、自分の行動となっ
て事を処することはできない。脳中枢から、身
体各部への行動指令が出るようにするには、暗
記した法則基準を、実際行動に適用して、何度
でもやってみることである。行動した結果とし
て、うまく処理した、成功したという実績、う
まく処理できなかった、失敗したという実績を
点検し、どこに、どう通用したからうまくいき、
成功したか、或いはうまくいかず、失敗したか
の原因を究明し、その次の行動の参考にする。
これを繰り返していくと、脳細胞のシナプス形
成が、次第に再編成されていき、どんな事態に
も、立派に対応できるようになってくる。この
ように、一人一人が変化をとげ、発展し、世の
中を明るくし、もっともっと素晴らしい生活と
人生を、つくり出していくようにしたいと思う。
能力開発とは、人生観の転換であり、無限の可
能性の創出であり、人類生活と、人生を、更に
豊かにしていくためのものである。

8 修正・反覆・継続
（１）難関にあっても、あきらめるな
戦術の実行は一歩一歩つづけて前進することで
あり、途中でやめてはいけない。失敗だという
のなら、戦略方向が間違っていたわけだから、
その方向を転換する必要があるが、途中の難関
とは失敗ではなく作業上の効率の高低にすぎぬ
のだから、行く先そのものを転換する必要はな
い。戦術の実行は途中でやめないということを
必須条件とする。途中でやめるのは、戦略を棄
てることなのである。
（２）成功と失敗のエネルギー量
A とＢと二つの事物のうち、Ａの方がＢの方よ
りも難しいと思えることは通常の現象である。
その難しいというのは、距離が長い、新条件の
出現が多いという分量だけのことである。アフ
リカに行く方が玄関ロビーまでタバコを買いに
行くことより難しいと思うのも、単に距離の長
さからくる未知への不安にすぎぬ。分量が多い
から、時間が長くかかるとはいえても、易しい
と感じるものに比べて、別にちがったことをす
るわけではない。実行をやめずにつづけておれ
ば、結局、目的地についてしまう。難しいから
ストップするという理由は、何一つ見つからな
くなるだろう。大きな問題でも、戦術として実
際にやっていくのは一歩一歩である。それを、
止めないで目的達成までずっとつづけていけば、
結局は目的に行きつく。脳の作用は、ストップ
をかけぬというだけのことでこの成功を可能に
する。戦術の実行は目的達成まで止めないとい
うことでなければならない。

参加者の意見交換等
１．修正・反覆・継続
(1)難関にあっても、あきらめるな
前節までの内容のまとめであり、戦術の実行
は一歩一歩つづけて前進することで決して途中
でやめてはいけないという考え方について、あ
らためて確認できた。
(2）成功と失敗のエネルギー量
アフリカに行く方が玄関ロビーまでタバコを
買いに行くことより難しいという比喩について、
距離という条件は行動しない理由にはならず失
敗の原因ではない。失敗は距離を原因と捉えて
しまい歩みを止めてしまうことである。実行を
やめずに続けていれば、目的地に辿り着く。難
しいからやめるという理由は何一つ見つからな
くなるという考え方について、前節の内容を踏

9 目的達成後の保持
（１）成功は成功を保持することにある
目的が達成されたら、これを成功という。しか
し、その達成された状態、成功の成果がつづい
て保持できなければ、成功した意味はない。敵
陣に突入して占領したら、要所に兵隊を整備し、
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まえてあらためて確認ができた。
２．目的達成後の保持
（１）成功は成功を保持することにある
成功の保持については、心掛けることが重要で
あるが、やはり難しいことである 。例えば
SONY のように創業よりイノベーションを起こ
し世界に通用する企業となったが、そのご業績
気が減衰してしまった。他にも HONDA や松下
電器など同様の事例も存在する。ここで、あら
ためて成功を保持することの重要性を確認でき
た。
（２）実績を重ね、事態に対処せよ
第三章のまとめであり、これまでに学んだこと
を暗記するのでなく実際に行動することにより
自らの力とすることが出来ることを確認した。
次回からは、これまでに学んだことのケースス
タディとして第四章の日本経済の問題について
脳力開発的解明の学習を行っていくという方針
が決まった。
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例会予定
2022 年
１月１３日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

２月１０日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送して
あげて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
編集後記
今回は、「情況判断の行動学」の輪読を提案
いただいた松本氏に最終章を担当していただき、
締めくくりをしていただきます。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古
川)

港区商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸 1-4-28 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口か
らおよそ徒歩10分

4

